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UNISEC WS 2009

報告内容

• UNISON会議報告

– 会計報告

– WS旅費支援

– 新学生理事選出に関して

• UNISONプロジェクト中間報告
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UNISEC WS 2009

UNISON会議報告（1/4）

• UNISON会議の様子

– 各団体代表者、UNISONプロジェクト代表者、
WS講演者 計37名参加
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UNISEC WS 2009

UNISON会議報告（2/4）

• 会計報告・WS旅費支援案について
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UNISEC WS 2009

UNISON会議報告（3/4）

• 新学生理事選出に関して

– 立候補者

• 梯 友哉（かけはし ゆうや）
– 慶應義塾大学 高橋研究室 修士1年

– UNISEC WS 2009 運営委員長

• 神保 明菜（じんぼ あきな）
– 東海大学学生ロケットプロジェクト 学部4年

– 能代宇宙イベント2009ロケット側代表
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UNISEC WS 2009

UNISON会議報告（4/4）

• 新学生理事選出に関して

– 今後の選挙日程について

• 新候補の紹介 11/29

• 新候補の決意表明 12月～1月
– UNISEC WG メーリングリストにて

• 選挙の告知・投票 1月～2月
– UNISEC WG メーリングリストにて

• 理事の決定・引継ぎ 2月～3月
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UNISEC WS 2009

UNISONプロジェクト中間報告（1/4）

•UNISONプロジェクトとは

宇宙工学を専門とする大学の連合として，
日本の宇宙開発における「知の拠点」
として相応しい研究活動を推進するために，
学生による萌芽的な研究を支援
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UNISEC WS 2009

• 2009年度UNISONプロジェクト
– GSN(地上局ネットワーク)の維持・充実と国際

発展プロジェクト

– UNITEC-1運用支援のための地上局設備拡張
実験・受信協力体制拡大プロジェクト

– 共同光学観測プロジェクト

– ロケット発射台相互利用プロジェクト

UNISONプロジェクト中間報告（2/4）



9

UNISEC WS 2009

総合評価 スケジュールの整合性 予算の整合性今後の計画性 熱意
GSN 8.41 4.83 4.21 4.03 4.66

UNITEC-1 6.2 3.5 3.17 2.87 3.7
光学観測 6.32 3.5 3.17 2.87 3.7

発射台相互利用 6.07 3.3 3.02 3.27 3.63

UNISONプロジェクト中間報告（3/4）
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UNISEC WS 2009

• 各団体中間報告

– 発表 : 各プロジェクト5分

– 質疑応答

UNISONプロジェクト中間報告（4/4）



GSN（地上局ネットワーク）の

維持・充実と国際発展プロジェクト

2009年11月29日
倉原 直美



地上局ネットワーク

• 衛星通信を行うアマチュア無線局の相互支援
ネットワーク

– 地上局の設置やソフトウェアの整備の支援

– 打ち上げ直後の衛星初期受信協力

– 運用協力（遠隔制御，データ受信協力）

１）インターネット等を介した物理的なネットワーク
２）人的なネットワーク

１）インターネット等を介した物理的なネットワーク
２）人的なネットワーク



プロジェクト目的

１）各地の地上局システムの充実及び技術の継承

２）国内，国外の多方面への地上局ネットワークの普及



１）各地の地上局システムの充実
及び技術の継承

• 地上局設置マニュアル

• 推奨機器のリスト

• 地上局制御ソフトウェアの管理

• ソフトウェアの仕様書，マニュアル

• 地上局関連の活動で経験したトラブルやその
解決法の事例集 ・・・etc

技術のドキュメント化とデータベース化

インターネット上（地上局ネットワークWiki）にアップ

技術のドキュメント化とデータベース化

インターネット上（地上局ネットワークWiki）にアップ



地上局技術のドキュメント化

• GSNレポートの製作

– 地上局WGの活動目的

– 地上局メンバーとGSN委員の一覧

– 各地上局の整備状況

– Webサイト管理

– 衛星初期受信協力

– GMS,GROWSの整備状況

– GENSOプロジェクト

– etc..



ウェブサイトの整備



ウェブサイトの整備



２）多方面への地上局ネットワークの普及

• アマチュア無線家の方とのネットワーク強化

• 中学，高校（アマチュア無線部）を訪問し，

衛星データ通信の出前講座を行う

→交渉しだいで，地上局ソフトウェアをイン
ストール

• 学会，シンポジウム等での普及活動



活動状況

• ７月２７日 地上局ワークショップ

– 地上局ソフトウェアの講習会

– 地上局ライブラリ構築の議論

– 普及活動の具体的な内容の議論と実施計画

• ８月以降

– ライブラリ構築作業開始

• ８月３～４日
– Super Science High Schoolにて衛星通信学習プロ

グラムを実施



モールス通信練習機の製作・実習



活動状況

• 9月４日
– アマチュア無線家との合同UNITEC‐1受信協力会議

• ９月１０日
– 宇宙科学技術連合講演会にてGSNの活動発表

• ９月２３日
– University of Innsbruck（オーストリア）にてGSNの活
動紹介

• １０月１３日
– Chungnam National University（韓国）にてGSNの活
動紹介



活動状況

• １１月６日
– アマチュア無線家との合同C‐band通信勉強会

• １１月１２日

– 緒方町立上緒方小学校にて宇宙と衛星通信につ
いての出前授業

• １１月１７～１８日
– 山梨県立科学館「科学の祭典」にてGSN活動紹

介ブースを出展

– CubeSat受信デモンストレーション









予算の使用状況

項目 予算額 使用額 残額 備考

GSNワークショップ

開催費

70,000円 65,500円 4,500円 運営スタッフ旅費

オーストリア内移動費

科学の祭典

デモ機材輸送費

1,300円

（10ユーロ）

GSN普及活動費 70,000円

5,318円

63,382円







参加メンバー

創価大学創価大学
東京工業大学東京工業大学
東京大学東京大学
東京電機大学東京電機大学
都立産業技術高専都立産業技術高専
日本大学日本大学

北海道工業大学北海道工業大学

東北大学東北大学

菅平局菅平局((電気通信大学電気通信大学))

大阪工業大学大阪工業大学
大阪府立大学大阪府立大学

香川大学香川大学

九州工業大学九州工業大学
九州大学九州大学

海外協力局海外協力局
・キルナ局（スウェーデン）・キルナ局（スウェーデン）
・・CalPolyCalPoly局（アメリカ）局（アメリカ）

・ドイツ局・ドイツ局
・台湾局・台湾局



衛星を安定して効率的に使うために

•• 国内の協力局が多いほうがよい国内の協力局が多いほうがよい

→非常時のヘルプ局の選択肢が多い

→ヘルプを受け入れてくれる可能性が高くなる

•• 海外の協力局を増やしたい海外の協力局を増やしたい

→より多くのデータを受信でき，コマンド送信の
機会も増える（要手続き）

→大容量のデータ送信を必要とするミッション
の可能性が広がる



地上局システムの維持管理

• 多くの衛星プロジェクトでは，衛星本体の開発
のほうに人手を回さざるを得ない

地上局の整備，特に運用ソフトウェア開発

が後手にまわりがち

• 地上局システムができあがってから数年が経
過・・・

ソフトウェアの仕様をよくわからないまま使

っていないか？



2009年度UNISONプロジェクト
UNITEC-1運用支援のための

地上局設備拡張実験・受信協力体制拡大プロジェクト

2009年11月28日（日）

UNISECワークショップ

九大・眞庭知成

東北大・米山 明里



UNISEC-GSN参加局

• 2009年6月現在

2009.07.25-26 22009 UNISEC Assembly / UNISON mtg

香川大

大阪工業大

遠隔運用可能

東大

東工大

日大

道工大

創価大

産業高専

東京電機大

東北大

電通大菅平

一部遠隔 ローカル運用 運用準備中

秋田大

九工大

九大

大阪府立大

道工大赤平局



現状受信体制

2009.07.25-26 32009 UNISEC Assembly / UNISON mtg

UNITEC-1

• 周波数帯 C-Band
(5.8GHzアマチュア帯)

GSN

UHF
(480MHz) ○
C-band 
(5.8GHz) ×



プロジェクトの目的

• 2010年度に打ち上げが予定されているUNITEC-1
(UNIsec Technological Experiment Carrier-1)からの
ダウンリンク信号の受信実験を行う

• 国内外のアマチュア無線家への受信協力呼びかけを
実施し，UNITEC-1のミッションへの

支援体制を整える

2009.07.25-26 42009 UNISEC Assembly / UNISON mtg

UNITEC-1 http://unitec-1.cc.u-tokai.ac.jp/PLANET-C © JAXA



受信局の3つのクラス

衛星位置を特定し他局に通報する運用
研究機関等が保有する深宇宙用アンテナ
アンテナ径 数10m級

位置情報を入手し受信を試みる運用
EME等の実績を持つ，大型のパラボラを保

有するアマチュア局など
アンテナ径 数m~10mクラス

上記の運用を地球近傍でのみ実施する運
用アマチュア局、大学の小型パラボラでの
チャレンジ！
アンテナ径 数mクラス

2009.11.28 52009 UNISEC Assembly / UNISON mtg



実施内容

• ベースラインコンセプト
– GSN参加局でも比較的ポピュラーなアイコム製無線機

IC-910Dに5840MHz⇒435MHzのダウンコンバータ
を介して，UNITEC-1からの信号を受信する

– アンテナ自体は安価で買えるものから，数メートルクラスのパラ
ボラを持つGSN参加局に機材を設置する

• 発展的検討課題
– アンテナのポインティングに関する検討

– ドップラーシフトの計算に関する検討
(カルマンフィルタの使用など)

– 取得したデータの処理方法に関する検討
(CWデコード方法など)

• アマチュア無線家との技術交流

2009.11.28 62009 UNISEC Assembly / UNISON mtg



サクセスレベル

• ミニマムサクセス
– UNITEC-1からの信号を本プロジェクトで製作・整備した

地上局施設で1度でも受信し，その信号がUNITEC-1から

のものであることを確認できること

• フルサクセス
– 受信した信号をデコードでき，UNITEC-1の運用のための

データをUNITEC-1プロジェクト側へ提供できること

2009.11.28 72009 UNISEC Assembly / UNISON mtg



実施内容

• アマチュア無線家の方との意見交換

ミーティング

• アイディア出しのための検討会 (7月27日)
– UNITEC-1通信機の勉強会

• UNITEC-1受信に関してのミーティング(第1回) (9月4日)
– C-Band信号受信のための検討課題を洗い出し

• UNITEC-1の電波受信協力体制構築に向けた
アクションアイテムの検討 (11月6日)
－ 技術的課題の洗い出しと機器構成案の決定

• UNITEC-1受信に関してのミーティング(第2回) (12月28日)
－ UNITEC-1チームとの意見交換と協力体制の確認

－ 技術的問題の検討と勉強会

2009.11.28 92009 UNISEC Assembly / UNISON mtg



2009.11.28

プリアンプ
Low Noise Amp

435MHz対応アマチュア無線受信機
(IC-910D)

PC

CWデコーダ
(TNC-555)

or 独自回路

アンテナ
ディッシュ

(径でクラス分け)

FSKデコーダ
(TNC-555)

or 独自回路

アンテナ
ローテータ

無線機制御
ユニット
(CT-17)

GMS (Ground station Management Service) [UNISEC-GSN開発] or オリジナル

ローテータ
制御ユニット

UNITEC-1

惑星間軌道ドップラーの計算
周波数制御

アンテナ
ポインティング

受信データ処理
ソフトウエアTNC

CW信号 FM信号受信モード制御
周波数制御

方位角制御
仰角制御

音声

ダウンコンバータ
5840MHz⇒435MH

z
ドイツ・Kuhne

信号受信部
フィード

10MHz基準信号
GPS or

ルビジウム

サウンド
カード

DC
電源

屋外に設置される機材

デコードデータ衛星位置情報

←なるべく短く

→室内設備へ

コンフィグレーション
ベースライン案

102009 UNISEC Assembly / UNISON mtg

地上局ネットワークの機材・施設で対応可

機材の選定と見積もり

UNITEC-1チームと協力

UNITEC-1チーム

と協力



予算使用状況

• 現在までに予算は使用していない

• 今後の予算使用予定(申請金額合計25万円)
– 5.8GHz⇒435Hzダウンコンバータ 約20万円?(2台分)

（ドイツ・Kuhne，プリアンプ等も含む）

⇒入力周波数がUNITEC-1に対応していないため，改造して

もらう必要がある(10台以上の購入から)
⇒UNITEC-1チームと共同で購入することに決定

⇒ワークショップ後に見積もりを出す予定

– 同軸ケーブル・コネクタ類 2~3万円

2009.11.28 112009 UNISEC Assembly / UNISON mtg

アマチュア無線機IC-910Dトランスバータ



今後の計画

• 2009年12月から2010年3月までのタスク

– ダウンコンバータ，プリアンプ等の機材購入

– UNITEC-1のC-band通信機を開発された

マイクロラボにて信号受信系
(小型パラボラ プリアンプ ダウンコンバータ

無線機 PCサウンドカード)
の機能試験を実施

– アンテナのポインティングに関する検討

– C-band信号受信系のパラボラへの接続

• 2010年3月以降のアクション

– 地上実験 本番へ向けて

2009.11.28 122009 UNISEC Assembly / UNISON mtg



• ご清聴ありがとうございました

2009.11.28 132009 UNISEC Assembly / UNISON mtg



2009.11.28

プリアンプ
Low Noise Amp

435MHz対応アマチュア無線受信機
(IC-910D)

PC

CWデコーダ
(TNC-555)

or 独自回路

アンテナ
ディッシュ

(径でクラス分け)

FSKデコーダ
(TNC-555)

or 独自回路

無線機制御
ユニット
(CT-17)

GMSソフトウエア

UNITEC-1
無線機EM

受信データ処理
ソフトウエアTNC

CW信号 FM信号受信モード制御
周波数制御

音声

ダウンコンバータ
5840MHz⇒435MH

z
ドイツ・Kuhne

信号受信部
フィード

10MHz基準信号
GPS or

ルビジウム

サウンド
カード

室内規模の近距離で実施

デコードデータ

←なるべく短く

→室内設備へ

地上実験のときの
コンフィグレーション

ベースライン案

142009 UNISEC Assembly / UNISON mtg



追加資料

2009.11.28 2009 UNISEC Assembly / UNISON mtg 15



2009.11.28

プリアンプ
Low Noise Amp

435MHz対応アマチュア無線受信機
(IC-910D)

アンテナ
ディッシュ

(径でクラス分け)

UNITEC-1
無線機EM

音声で確認

ダウンコンバータ
5840MHz⇒435MH

z
ドイツ・Kuhne

信号受信部
フィード

室内規模の近距離で実施

←なるべく短く

→室内設備へ

地上実験のときの
コンフィグレーション

ベースライン案
超ミニマム

162009 UNISEC Assembly / UNISON mtg



UNISEC-GSN参加局

• 2009年6月現在

2009.11.28 172009 UNISEC Assembly / UNISON mtg

香川大

大阪工業大

遠隔運用可能

東大

東工大

日大

道工大

創価大

産業高専

東京電機大

東北大

電通大菅平

一部遠隔 ローカル運用 運用準備中

秋田大

九工大

九大

大阪府立大

道工大赤平局



実験システム概要

2009.11.28 2009 UNISEC Assembly / UNISON mtg 18

トランスバータ
5.8GHz⇒1.2GHz

1.2GHzバンド
ユニットUX-910

アマチュア無線機
IC-910D

PC

CWデコーダ
(TNC-555)

or 独自回路

5.8GHzアンテナ

FSKデコーダ
(TNC-555)

or 独自回路

アンテナ
ローテータ

無線機制御
ユニット
CT-17

GMS (Ground station Management Service) or Original Software

ローテータ
制御ユニット

UNITEC-1

惑星間軌道
ドップラーの計算

アンテナ
ポインティング

受信データ処理

CW信号 FM信号

受信モード制御
周波数制御

方位角制御
仰角制御 音声

録音



深宇宙用アンテナ

2009.11.28 2009 UNISEC Assembly / UNISON mtg 19

64mパラボラアンテナ
JAXA 臼田宇宙空間観測所

X-band(8GHz), S-band(2GHz)



プロジェクト代表の引き継ぎ

現プロジェクト代表

九州大学・眞庭 知成

2009.11.28 202009 UNISEC Assembly / UNISON mtg

新プロジェクト代表

東北大学・米山 明里

-技術的問題点を洗い出し

-機器構成案の決定

-機材の購入

-C-band受信実験



アマチュアアンテナ

2009.11.28 2009 UNISEC Assembly / UNISON mtg 21

自作アンテナの例
アマチュア無線局JH1AOYさん 1~2mクラス
L-band, S-band, K-band (AO-40用)
http://www.ne.jp/asahi/tamagawa/jh1aoy/



アマチュアアンテナ

2009.11.28 2009 UNISEC Assembly / UNISON mtg 22

自作アンテナの例
アマチュア無線局JA2XQRさん 3～3.8mクラス
UHF, C-band, Ku-band
http://www.geocities.jp/ja2xqr_yoshida/top_page.html



アマチュアアンテナ

2009.11.28 2009 UNISEC Assembly / UNISON mtg 23

0.9m&1.2m パラボラアンテナ

マキ電気
C-band(5.6GHz)
現在販売中止

調理器具から5.8GHz帯パラボラアンテナ
アマチュア無線家JA1UMWさんの製作例
http://park10.wakwak.com/~daisuke_elec/

折り畳み傘型 1.4mパラボラアンテナ

大畑電機製作所
C-band 4GHz 衛星通信用途

販売価格 ¥63,000



追加資料

2009.11.28 2009 UNISEC Assembly / UNISON mtg 24



UNITEC-1

• Developing by 22 Universities and 
Colleges in UNISEC

• World First University Satellite 
Escaping Earth Gravity Field

2009.11.28 252009 UNISEC Assembly / UNISON mtg

Size 350 mm cubic

Mass 21 kg

Power 25-30 W

Tele-comm. 5.8GHz (C-band Amateur)
MAX. 9.6W

Payload 
Instruments

UOBC (×6)
Radiation Counter
Star Camera

350mm

35
0m

m

350mm

Body-mounted
Solar Cell String

Guide Pole
CFRP 

Side Wall

C-band
Patch Antenna



Tracking of UNITEC-1

• Deep Space Tracking is required
– Only Amateur RF system can be utilized
– Kalman filter to estimate

• Doppler shift & RF coming direction
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UNITEC-1送信機諸元

• 周波数帯 C-Band 5.8GHzアマチュア帯(5.83~5.85GHz)
Bandwidth 20MHz

• 変調方式 1200bps FSK / 1bps CW
• 送信出力 9.6W
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東海大学学生ロケットプロジェクト

学部２年 小林 直樹

共同光学観測プロジェクト共同光学観測プロジェクト



目次目次
１、現在までの活動内容、現在までの活動内容

２、２、20092009年能代宇宙イベントでの活動について年能代宇宙イベントでの活動について

３、能代宇宙イベントでの活動の反省と今後の展望３、能代宇宙イベントでの活動の反省と今後の展望
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６、過去の能代光学観測データの整理６、過去の能代光学観測データの整理

７、予算の使用状況と今後の活動予定７、予算の使用状況と今後の活動予定



１，現在までの活動内容

8月22日～26日：
能代宇宙イベントのHBRロケット打上時に
上空の風速測定とロケットの追尾を実施。

9月：能代宇宙イベントでの光学観測データの解析
能代宇宙イベントでの光学観測活動の反省

10月：能代宇宙イベントでの光学観測データの解析

11月：新型光学観測装置の設計開始

過去の能代光学観測データの整理



２，能代宇宙イベントでの２，能代宇宙イベントでの
活動について活動について

活動日：活動日：88月月2222日～日～2626日日

HBRHBRロケット打上団体数および機数：ロケット打上団体数および機数：55団体団体77機機

合同光学観測実施日数：合同光学観測実施日数：55日中日中33日間日間

活動目的：上空風速測定および飛翔中のロケットの追尾活動目的：上空風速測定および飛翔中のロケットの追尾

観測結果：全ての観測結果：全てのHBRHBRロケットを発射から着地まで追尾ロケットを発射から着地まで追尾

データ取得プログラムの不具合で，一部データデータ取得プログラムの不具合で，一部データ
未取得未取得









３３,,能代宇宙イベントでの能代宇宙イベントでの
活動の反省と今後の展望活動の反省と今後の展望

[反省点]

・現地での団体間の連絡の不十分

・各団体のスケジュールの把握の不十分

・イベント事前の連絡不足

[今後の展望]

TSRPとASSPの合同上空風速測定の結果から，

来年は３点観測の実施により，さらに精度を

向上させることが可能である．





４，能代宇宙イベントで取得した
データの解析状況

一部取得出来ていないデータがあった為，解析できないものもあったが，一部取得出来ていないデータがあった為，解析できないものもあったが，
それ以外のデータは解析を終了したそれ以外のデータは解析を終了した．









５，新型光学観測装置の設計状況

ロケットを追尾する為のスコープの選定を行い，

現在，スコープのマウント部分の構造を設計中．



６，過去の能代光学観測データの整理過去の能代光学観測データの整理

目的：今後，能代でHBRロケット打上を行なう時に，

シミュレーション等でいつでも使用できる状況にする
ため．

現在の作業状況：2008年の能代HBR打上実験で取得した上空

風速データを整理し，作業が終わり次第
公表する．



７，予算の使用状況と今後の活動予定

プロジェクト予算：９万円

現在までに使用した予算：０円

新型光学観測装置の設計が完了してから，部材の発注・購入を行なう．

・今後の活動予定

１２月：新たな光学観測装備の設計・光学観測システムの考案

過去の能代で取得した光学観測データの整理

１～２月：新たな光学観測装備の製作，光学観測システムの構築

３～６月：光学観測練習

７月：最終総会での報告



ご静聴有難う御座います



ロケット発射台相互利用
プロジェクト
中間発表
発表者：秋田大学 櫻井勇太

ロケット発射台相互利用プロジェクト
代表：秋田大学 櫻井勇太

副代表：東海大学 丸山信也
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• 今後のスケジュール



プロジェクトの目的

• 発射台を相互に運用すること
によって，より多くの大学によ
るロケット打上実験をサポー
トする体制をつくる．

• UNISON発射台と秋田大学発
射台を相互利用発射台として，
保守，管理，運用を行う．



プロジェクト内容

• 発射台の利用申請・利用ガイドライン の作成
→作成中

• 使用方法の文章化
→作成中

• 発射台の保守・管理・運用
→ISTS，能代宇宙イベント等で実施



発射台の利用実績

• UNISON発射台利用回数：4回

• 秋田大学発射利用回数：4回

日付 イベント UNISON発射台 秋田大学発射台

7月5日 ISTS 筑波大学

8月23日 能代宇宙イベント 筑波大学

8月24日 能代宇宙イベント 和歌山大学 秋田大学，CORE

8月25日 能代宇宙イベント 東海大学 筑波大学

8月26日 能代宇宙イベント 東海大学



発射台の保守

• 発射台の土台部分のサビが目立ってきたので，
発射台を保守するために再塗装を行った．

再塗装前の発射台の様子



発射台の保守

再塗装を行う行程

1 2 3

塗料をはがす

サビ止めを塗装 本塗装

• 再塗装にかかった期間：約1か月
• 再塗装を行った人員：4人



発射台の保守

• 2年おきに再塗装を行う必要がある．
(打ち上げ本数では約20本)

塗装前の土台 塗装後の土台



今後のスケジュール
＜11月,12月＞

• 発射台の利用申請・利用ガイドラインの作成．
• 秋田大学発射台の図面及び手順書づくり
• ランチラグの取り付け精度を向上できる技術の概要を提案

＜2010年1月，2月＞

• UNISON発射台の再塗装

＜2010年3月＞

• 東海大学の海上打上
• ロケットガール＆ボーイ2009での発射台の貸出及びサポート

＜2010年7月まで＞

• ランチラグの取り付け精度を向上できる技術を開発し，発表





資料



背景

• 期待される成果
他大学間で協力し合い，
多くの団体がロケットを
打ち上げることを可能に
なる．

ロケットを打ち上げよう！ 発射台を持っている団体に借りよう！

発射台がない．

発射台を持っている団体に
発射台を借りる．

相互利用プロジェクト

打ち上げ！



発射台の保守

• 秋田大学発射台再塗装までに要した期間

＜発射台製作年月日＞
→2008年3月6日完成

＜再塗装までのロケットの打ち上げ回数＞
→約20回

＜再塗装を行うまでの期間＞
→約1年と半年

＜再塗装を行った年月日＞
→2009年9月26日開始～10月25日完成



2.4発射台の保守

• 再塗装にかかった塗装量および費用

＜塗装量＞
→サビ止め 0.7L缶×2缶･･･1,516円/缶
→オレンジ 0.7L缶×2缶･･･1,726円/缶
→黒色 〃
→白色 〃

＜塗装費用＞
→合計･･･13,388円





2.5予算

• UNISON会議では12万円支援していただけるこ

ととなった．

• 今後、購入予定もの
→バックアップ用レール代(２台分)･･･80,000円
ボルト代(２台分)･･･20,000円
さび止め用塗装代･･･20,000円
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